
  

9/14（土）  
～ 

10/20（日） 

特別展 生誕 130 年 橋本関雪展 
●会期中毎週日曜日の 11 時より 『ミュージアム・ボランティアによる解説会』(無料) 

一  般：1,300 円 
大学生： 900 円 
高校生・65 歳以上：650 円 
中学生以下無料 

7/6（土） 
～ 

11/10（日） 

（2013 年度 コレクション展Ⅱ）
小企画 ： 美術の中のかたち－手で見る造形 

近いかたち、遠いかたち－岡普司・重松あゆみ・中西學－ 
特  集 ： 新収蔵品紹介 「信濃橋画廊コレクション」を中心に 
●会期中の金・土・日曜日の13時より『ミュージアム・ボランティアによるガイドツアー』(無料、ただし要観覧券） 

一  般：500 円 

大学生：400 円 
高校生・65 歳以上：250 円 

中学生以下無料 

10/1（火）  
～ 
12/1（日） 

神戸ビエンナーレ 2013 横尾忠則 感応する風景 
※10 時より 18 時まで 期間中無休 

ギャラリー棟３階 

展
覧

会

料
金 

一 般：600 円、大学生：
450 円、高校生以下無料 
※別にビエンナーレセット券あり 

生誕 130 年 橋本関雪展 関連事業 学芸員による解説会 
●講師：当館学芸員 

●担当学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 
5 日（土） 

美術館の調べ 入谷幸子ピアノリサイタル 
●曲目：バッハ「イタリア協奏曲」／ラヴェル「高雅で感傷的なワルツ」ほか 

●出演：入谷幸子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

生誕 130 年 橋本関雪展 ギャラリー・トーク 「関雪の絵を見る」 
●講師：橋本眞次氏（公益財団法人 橋本関雪記念館理事長） 

●5 分前に会場入り口にお集まりください。橋本関雪の曾孫、橋本眞次氏が作品を解説します。 

企画展示室 

14：00～ 
無 料 

（ただし要観覧券） 
6 日（日） 

神戸日独協会コンサート 
※日独協会会員2,000円、学生(大学生まで)1,000円 ●主催：NPO法人神戸日独協会 

アトリエ 1 

15：00～(14：30 開場） 
一般 2,500 円 
（定員：150 名） 

生誕130年 橋本関雪展 関連事業 こどものイベント 「日本画を描こう！」 
●担当学芸員と橋本関雪展を見て、日本画にチャレンジしよう。 

アトリエ２ 

10：30～ 
有 料 

（定員：30 名） 

神戸ビエンナーレ 2013  
横尾忠則 感応する風景 関連事業 ギャラリー・トーク 

●講師：当館学芸員 
●会場入り口にお集まりください。担当学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。 

ギャラリー棟 3階 

16：00～ 
無 料 

（ただし要観覧券） 

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「愛、アムール」 
監督：ミヒャエル・ハネケ 出演：ジャン=ルイ・トランティニャン、エマニュエル・リヴァ、イザベル・ユベールほか 
（2012 年／仏・独・墺合作／127 分） 【1 回目 10：30、2 回目 13：10、3回目 15：50～】 

人生の最終章をともに生きると決めた老夫婦の至高の愛の物語。 

ミュージアムホール 

1,000 円 
（定員：各回250名） 
（各回入替制） 

※芸術の館友の会 
会員は 500 円 

12 日（土） 

美術館の調べ 大前香菜子ピアノリサイタル  
●曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ第18番作品31-3」／ショパン「ポロネーズ第6番『英雄』作品53」 ほか 

● ●出演：大前香菜子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

ひょうご夢実現プロジェクト 教育フォーラム 2013 「夢の探検」 
●講師：当館館長 蓑豊 ※申込み：078-341-4640 定員になり次第締め切ります。 

●主催：一般財団法人兵庫県進路選択支援機構 

ミュージアムホール 

10：30～ 
無 料 

（定員：250 名） 
13 日（日） 

神戸ビエンナーレ 2013 田中潤子・坂本恵子ジョイントコンサート 
～二人で奏でる L・O・V・E～ 

●出演：田中潤子（ソプラノ）、坂本恵子（ピアノ） 

アトリエ１ 

15：00～ 
3,000 円 
（定員：150 名） 

14 日(月・祝) 神戸ビエンナーレ 2013 うみべのしらべ Musique Fantastique 
●出演：菊地葉子（ピアノ）、山本佳輝（ヴァイオリン）、山本直輝（チェロ） 

アトリエ１ 

13：30～ 

3,000 円 
高校生以下 1,500 円 
（4 歳以上） 

18 日（金） 
美術館の調べ 平岡祐衣 近江宏子ジョイントコンサート 

●曲目：レオンカヴァッロ「マッティナータ（朝の歌）」／中田喜直「霧と話した」ほか 
●出演：平岡祐衣(ソプラノ) 、近江宏子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

19 日（土） 
生誕 130 年 橋本関雪展 関連事業 学芸員による解説会 

●講師：当館学芸員 
●担当学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 

神戸ビエンナーレ 2013 「Site Specific Dance Performance #3 春の祭典」 
(兵庫県立美術館と神戸大学発達科学部の相互協力協定事業) 

●総合演出・振付・監修＝関典子 振付・出演・スタッフ＝神戸大学 舞踊ゼミ他 ※雨天決行 

屋外大階段 

15：00～ 
無 料 

20 日（日） 
アンサンブル ミューゼン アトリエ コンサート 

●主催：アンサンブル ミューゼン  

アトリエ 1 

15：00～(14：30 開場） 
無 料 

（定員：150 名） 

神戸ビエンナーレ 2013  

横尾忠則 感応する風景 関連事業 ギャラリー・トーク 
●講師：当館学芸員 

●会場入り口にお集まりください。担当学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します 

ギャラリー棟 3階 

16：00～ 
無 料 

（ただし要観覧券） 

26 日（土） 

美術館の調べ AKIKO メゾソプラノコンサート  ～時の流れと音楽と～ 
●曲目：ヘンリー・パーセル「ひとときの音楽」／ヘンデル「歌劇リナルドより『愛する妻よ』」ほか 

●出演：西本鑑子（メゾソプラノ）、加藤あや子(ピアノ) 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

コレクション展Ⅱ 関連事業 対談 「すっかり駄目になった僕たち」 
●講師：平田洋一氏×福岡道雄氏（いずれも「信濃橋画廊コレクション」出品作家） 

レクチャールーム

14：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 
27 日（日） 

 
四季シリーズコンサート＜秋＞ 秋のエッセイ～クラリネット チェロ ピアノとともに 

～金子浩三フレンズコンサート ～ 
●曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ『悲愴』より」／フォーレ「夢のあとに」ほか 
●出演：金子浩三（ピアノ）、柏森治（チェロ）、若代孝三（クラリネット) 

アトリエ 1 

14：00～ 
3,000 円 
（定員：150 名） 

１０月のイベント ★アートとともだち！ 平成２５年度兵庫県立美術館「芸術の館友の会」 
美術情報センター内 カウンターにてお申込み受付中！！ 

お問合せ：078-262-0916 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：10月は6日（日）、17日（木）に実施。予約制。有料。 
お問合わせ先 「NPO法人子育ち家族サポートふるーる」 090-3948-3719 

※こどものイベントの詳細については 
078-262-0908（こどものイベント係）まで 

１０月中は無休。毎日開館します！ 


